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No. 受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2623210893 愛知県 株式会社ケイ・オー 超音波干渉法による弾性波速度計測システム試作開発 名古屋銀行

2 2623210894 愛知県 長江紙器株式会社
強化段ボールによる航空機部品用輸出梱包箱の曲げ加
工専用機の開発と生産

十六銀行

3 2623210898 愛知県 マルワ工業株式会社
省エネ効果の高いＬＥＤ大型導光板の光ムラをなくす為
のドットパターン試作の効率化

春日井商工会議所

4 2623210900 愛知県 神鳥工業有限会社
高性能冷間圧造機を導入し、燃料電池自動車エンジン
組立用　“内壁バリ無しフランジカラー”　の開発・試作を
行う。

名古屋銀行

5 2623210901 愛知県 有限会社榊原工機
高速マシニングセンタを導入して、高精度・微細な加工と
超高硬度の金属切削の自社内加工・生産体制の確立事
業

東濃信用金庫

6 2623210908 愛知県 エムエス工業株式会社
自社製品を欧州連合＇ＥＵ（輸入規制に適合させるため
の生産体制の再構築

名古屋銀行

7 2623210909 愛知県 豊和紙工業株式会社
医薬品パッケージの全数検査による検査体制大幅強化
と信頼性の向上

株式会社エフアン
ドエム

8 2623210910 愛知県 有限会社フロムフォーティ
金型加工の高精度化ならびに製品の長寿命化、高速化
による短納期化の実現

豊橋信用金庫

9 2623210911 愛知県 株式会社エース・ブレッド
高精度ミキサー導入による生産効率向上及び多品種小
容量化に伴う新市場開拓

商工組合中央金庫

10 2623210912 愛知県 有限会社ＴＮＥ
溶接電極の自動再生機部品のグレードアップと生産能
力の向上

株式会社エフアン
ドエム

11 2623210913 愛知県 興和工業株式会社
小型研磨機市場獲得を目指すための高精密小型汎用
研磨機の試作開発

瀬戸信用金庫

12 2623210916 愛知県 クロダイト工業株式会社
水道用押輪の塗装工程生産革新による高効率生産体制
の確立

岡崎信用金庫

13 2623210918 愛知県 立石ファイバー株式会社
精度の高い直角度と高い生産性を可能にした設備の導
入

瀬戸信用金庫

14 2623210919 愛知県 株式会社三弘 低価格高精度ＰＶアレイ日射計と制御スイッチの開発 北國銀行

15 2623210920 愛知県 株式会社寿原テクノス
高速マシニングセンター活用による金型用入子加工プロ
セスの革新

いちい信用金庫

16 2623210925 愛知県
株式会社大日本ビジネス
フォーム

伝票印刷の小ロット化、契約書の枚数増加に対応する、
効率的な生産体制の確立

株式会社エフアン
ドエム

17 2623210926 愛知県 株式会社東和化学工業所
最新鋭の画像検査装置導入による、食品包材の高い管
理体制の確立

愛知銀行

18 2623210927 愛知県 上根精機工業株式会社
板金加工における曲げ加工工程の短縮による生産プロ
セスの革新

名古屋銀行

19 2623210929 愛知県 日本モザイクタイル株式会社
常滑焼の風合いを生かしたデザイン性の高い湿式タイル
ユニットの開発

大矢知公認会計士
事務所

20 2623210930 愛知県 株式会社フコク東海
デジタルサイネージ向け大型ガラスラミネート加工技術
の高度化事業

三菱東京ＵＦＪ銀行
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21 2623210932 愛知県 有限会社ナガテック
ピアノブラック塗装における不良率低減を実現するマー
キング加工技術の確立

株式会社エフアン
ドエム

22 2623210933 愛知県 株式会社鶴ヶ崎鉄工
研磨治具加工の高精度化と加工時間短縮に対応した生
産体制の構築

豊川信用金庫

23 2623210936 愛知県 名新パイピング株式会社 フレア加工機の導入による配管接合の技術革新計画 名古屋銀行

24 2623210938 愛知県 株式会社ホンダ
長尺ＮＣ加工機導入による、新たな加工技術高度化の確
立

名古屋銀行

25 2623210942 愛知県 八剣工業株式会社
サーボプレス機の導入による絞り加工精度の向上、複雑
形状の製品製造の実現

名古屋銀行

26 2623210943 愛知県 玉野化成株式会社
高精度ワイヤーカット加工機を用いたトイレ用ノズルの試
作開発

商工組合中央金庫

27 2623210947 愛知県 大弘株式会社
細長の短繊維を柔らかく仕上げる当社の静電植毛加工
技術を応用した自動車内装部品生産体制の新構築

名古屋銀行

28 2623210948 愛知県 西脇金型工業株式会社
８０ｍｍ以上の深さを備えたハイテン鋼プレス自動車部
品を一体成型する金型技術の開発

西尾信用金庫

29 2623210949 愛知県 有限会社萩金型
最新型フライス盤導入による、取引先のコスト削減に貢
献する高精密加工と短納期の実現

名古屋銀行

30 2623210951 愛知県 株式会社ランド
リサイクル材を利用した軽量で低価格の雑草を防止する
土系舗装材の試作開発。

愛知銀行

31 2623210956 愛知県 東海挾範株式会社
高精密ＣＮＣ平面研削盤導入による高度研削加工の実
現

株式会社マイルス
トーン・コンサル
ティング・グループ

32 2623210958 愛知県 株式会社ジャイン
電極製造における全ての素材を加工可能とする、提案
営業可能な体制構築事業

岡崎信用金庫

33 2623210959 愛知県 東洋樹脂株式会社
微粉末ポリアミドとカーボンナノチューブをコンパウンドし
た高強度・軽量樹脂材料の開発

百五銀行

34 2623210960 愛知県 青木酒造株式会社
自社清酒の品質向上を目指すため、醗酵・熟成の温度
管理による高級酒としてのブランド開発

名古屋銀行

35 2623210961 愛知県 株式会社新美鉄工所
革新的な生産管理システムと精密加工設備の導入に
よって大幅なコストダウンを実現

岡崎信用金庫

36 2623210963 愛知県 株式会社加納鉄工所
立形マシニングセンタ導入によるラジエータ用高精度治
具の生産能力拡大と短納期化の実現

西尾信用金庫

37 2623210964 愛知県 株式会社亜細亜製作所
職業野球人向け「硬式木製バット」の「新重量調整技術」
開発

蒲郡信用金庫

38 2623210967 愛知県 株式会社高橋合成
特殊温度制御方式を用いた軟質樹脂立体造形品の試
作開発

名古屋銀行

39 2623210970 愛知県 株式会社太田工業所
「チャックインデックス搭載レーザー加工機の導入」と「多
能工育成」の両立による、内製化及び一貫生産体制の
構築事業

名古屋銀行

40 2623210973 愛知県 株式会社ホームパートナー
設備工事におけるワンストップサービス事業モデルの実
現

名古屋銀行
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301 2623211544 愛知県 日本エンジン株式会社
レベリングバルブ試験工程の改善を行い、リードタイム短
縮による生産性の抜本的な向上を実現

十六銀行

302 2623211546 愛知県 協発工業株式会社
高精度プレス金型製作によるファインブランキング加工
の実現と試作開発

名古屋銀行

303 2623211547 愛知県 有限会社大同精機
歯車かみ合い試験機の充実による品質保証体制の強
化・向上と新規取引先の拡大

岡崎信用金庫

304 2623211548 愛知県 有限会社山本屋
秘伝味噌ダレを活用した「山本屋まかない飯」事業のた
めの食品加工保存技術の確立

りそな銀行

305 2623211568 愛知県 加茂精工株式会社 転造による直線アルミ歯車＇アルミラック（の試作開発 瀬戸信用金庫

306 2623211570 愛知県 旭光精工株式会社 ３次元データを活用したデジタル検証・生産準備の推進 豊川商工会議所

307 2623211572 愛知県 熱田起業株式会社
ＣＡＤＣＡＭによる航空宇宙機器部品切削加工法の高度
化で効率化を図る

愛知銀行

308 2623211573 愛知県 株式会社ｍｅｔｅｃｏ 梱包部門の強化の為の最新鋭機械・装置の導入 瀬戸信用金庫

309 2623211574 愛知県 株式会社ビーグルー
観光バス向けバスガイド案内サービスの映像表示支援
および多国籍言語対応ユニットの試作開発

大垣共立銀行

310 2623211575 愛知県 株式会社ユニ・ポイント
個体をクラウドでリアルタイム管理し、状態をトレースす
るシステム

瀬戸信用金庫

311 2623211586 愛知県 高砂電気工業株式会社
高精度５軸研削加工機導入による航空用精密部品生産
プロセス改善とバルブ受注拡大

三重銀行

312 2623211603 愛知県 株式会社サンユー
高精度長尺シャフトの革新的技術の確立により事業拡
大を図る

加藤義昭

313 2623211604 愛知県 ＰＤエアロスペース株式会社
ＩＴを利用した飛行操縦システムによる無人航空機運用
サービスの構築

米津晋次税理士事
務所

314 2623211605 愛知県 株式会社豆福
新型コーティング機導入による、豆菓子の品質安定化、
生産性向上、新市場開拓の実現

名古屋銀行

315 2623211606 愛知県 合同会社むすびｄｅｓｉｇｎ
豊田市における自助型の高齢者見守りと地域活性化事
業

名古屋商工会議所
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